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図書館
だより

長尾和宏／著 ブックマン社

在宅医である著者が、平成で旅立っ
た著名人の生き方・逝き方を深堀り。
終末期医療の知識も書かれています。
人は必ず死にます。自分はどう生き、
どう逝くか…貴方の願いは何？
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児童書

『シャンシャン、夏だより』
浅野 竜／作 中村 隆／絵 講談社

農家の子として育ったノブトは、転校
してきた少女や、私立の中学校を受験
する友人と話をするうちに、自分は将
来について考えていないことに気付く。
クマゼミが町にいることを自由研究で
証明しようと奔走する中で、自分がで
きることを探し、成長していくひと夏
の物語。
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松岡児童クラブのみな
さんが図書館に来館され
ました。
お話のろうそくに火を灯
し、ゆったりとお話の世
界を楽しんでいました。

復活事典
東海・北陸のジオサイトを味わう
中学生から知りたいウクライナのこと
北条時政
歴史の予兆を読む
障害者たちの太平洋戦争
日本の絶滅危惧知識
ふじと南極のなかまたち 上・下
戦国の城と石垣
船の仕事海の仕事
ヴィーガンフード、はじめの一歩！
小泉八雲
亥子ころころ
将軍の宴
ウェルカム・ホーム！
さしみ朝膳
北陸の名城を歩く 福井編

展示期間：８月１６日（火）～８月３０日（火）
展示場所：町立図書館（松岡）

造事務所／編著
森 勇一／著
小山 哲／著
野口 実／著
池上 彰／著
林 雅行／著
吉川 さやか／文
ふくの うみ／著
中井 均／著
伊藤 玄二郎／編
ｉｉｎａ／著
池田 雅之／監修
西條 奈加／著
佐々木 裕一／著
丸山 正樹／著
和田 はつ子／著
山口 充／編

言葉を生きる
のぞく図鑑穴

池田 晶子／著
宮田 珠己／編・著

流れ星レース

竹下 文子／作

サキヨミ！ ６
黄色い竜
およいでいえにかえりたい
ようかいびより

七海 まち／作
村上 康成／作・絵
おかもと かなこ／作・絵
堀切 リエ／作

(９月)

■町立図書館（松岡）
災害と防災
■町立図書館永平寺館
（一般書）もやもやをスッキリ！
（児童書）冒険だ！！

■町立図書館上志比館
癌のこと

おもしろとしょかん
町立図書館（松岡）

■ミニ展示「里親制度ってなあに？」

８月２７日（土）
９月 ３日（土）
９月１０日（土）
９月１７日（土）

永平寺館

毎週土曜日 10時30分～11時

おもしろとしょかん
絵本の読み聞かせ
おはなしのへや
民話紙芝居
第2土曜日 11時～11時30分

９月１０日（土） おはなし会
■体感できます！乳がんマンモチェック
乳がん触診モデルを展示します。
展示期間：９月１日（木）～９月２５日（日）
展示場所：上志比館

2０2０

生涯学習だより「Seed」は町公式ホームページでもご覧いただけます。

特設コーナー
■松岡児童クラブ☆夏休みおはなし会

この一粒の（話の）種
・・・やがて芽がでる、
花が咲く

発行者 永平寺町松岡春日1－4
永平寺町教育委員会生涯学習課
印 刷 （社会福祉法人）福井県セルプ

書

『平成臨終図鑑』

Ｓｅｅｄ：種

●町立図書館（松岡）
TEL61-7117
●町立図書館永平寺館 TEL63-3112
●町立図書館上志比館 TEL64-3170
開館時間：10:00～18:00
休 館 日：毎週月曜日及び月末日
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図書館カレンダー
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上志比館

第3土曜日 13時30分～14時

９月１７日（土） おもしろとしょかん

秋季ナイターテニス教室
開催日
コース
定

員

会 場
受講料
申込先

問合先

９月２日（金）から 毎週午後７時３０分～９時 全８回
火曜日 実践者
金曜日 ジュニア／初心者／初級者
ジュニア１０人／初心者・初級者・実践者 各１５人
ただし、ジュニアは町内小学３年生以上で保護者同伴者に限る
松岡テニスコート（松岡中学校隣）
町内者３，５００円 町外者４，５００円 （小学生３，０００円）
８月２２日（月）～８月２８日（日）定員になりしだい終了
申込書は、松岡テニスコート（松岡中学校隣）に備え付けてありますので、必要事項をご記入のうえ
受付箱にお入れください。（受講料は全員９月２日の開講式当日にご持参ください）
テニス協会０９０－７０８６－４７８４

永平寺町スポーツ協会 表彰式
7月３日（日）上志比文化会館サンサンホールにおいて、平成４年度 永平寺町スポーツ協会表彰式
が行われました。この表彰は、永年本町のスポーツ振興に寄与された方への功労者賞、平成３年度中
に県大会優勝や全国大会等に出場された選手への優秀選手賞、またそのチームや選手を育成された
指導者の方への優秀指導者賞からなっています。
表彰式では、出席者お一人お一人に岩城会長より、表彰状が手渡されました。式の最後に、福井商業
高校チアリーダー部「ＪＥＴＳ」に所属されている稲田愛子さんが、受賞者を代表して、謝意と今後の決
意を述べられました。受賞者の皆様方の今後の活躍が大いに期待されます。
受賞者の皆様は以下のとおりです。（敬称略）
◇スポーツ功労者◇
（町スポーツ協会松岡支部）辻裏辰男
（町スポーツ協会上志比支部）南部正宏
◇優秀選手◇
（卓球）堤優巴、矢戸蒼真、安福勇瑚
（ハンドボール）吉田篤史、寄場大稀、齋藤瑛太、山本和樹
（なぎなた）島崎結加
（バスケットボール）嶋川諒、戸枝遼真、水野裕斗、加賀遙翔
（バトントワリング）吉川有香、高嶋桜都、波多野桜子
（相撲）浅井大地
（フェンシング）武信圭騎
（陸上）岡部恵大
（サッカー）山次鴻史朗
（野球）前川竜我、御簗龍己
（野球・ソフトボール）藤田奈那
（ソフトボール）大橋莉奈、山村花里奈、辻岡美玲、石塚万桜、宮嶋怜奈、三崎彩花、橋本桜、南遥日、
渡辺結愛、新町真生、根来紗也乃、畠中里呼、牧島凛乃、牧野由奈、山田彩絢、南部里央菜、
野坂こうめ、山内和奏、永善詩乃、松澤杏樹、黒済茉央、嶋田楓花、島田泰希、林誓一、加藤昌司、
渡辺英徳、松倉卓史、渡辺孝行、竹田稔
（チアダンス）稲田桃子、坂下莉乃愛、善谷ゆら、東妃咲、稲田愛子、布目椎菜、近藤和心、酒井優空、
酒井愛菜、大久保栞愛、大橋佳奈江、家接ふう禾、出村湖音、白崎有彩、森山和奏、鈴木千夏、
馬場美羽、柳原希美、小原ゆず季
◇優秀指導者◇
（ソフトボール）関良子、鈴木広幸、宮本貴夫、山内直人
（卓球）矢戸英幸
（野球）藤田和久、嶋田勝

永平寺町激励金交付について
永平寺町では全国大会等に出場される方に激励金
を交付しています。
※激励金の詳しい内容は、永平寺町のHPをご覧く
ださい。
対象となる大会（例）
スポーツ全国大会（インターハイ等）
文化芸術活動の全国大会
国際大会など
【お問い合わせ】
生涯学習課 8：30～17：15（土日祝を除く）
TEL：61－3400
MAIL：shogai@town.eiheiji.fukui.jp

永平寺町文化功労賞候補者募集
町内の文化活動を振興する取り組みとして、毎年「永平寺
町文化功労賞」の表彰を行っています。永平寺町で永く文化
活動に取り組まれている方や団体をご紹介ください。
締め切り：９月１６日
推薦方法：下記提出先窓口に推薦書が設置してあります。
町HPからもダウンロードが可能です。
推薦書に記入いただき、ご提出をお願いします。
提 出 先：生涯学習課窓口
生涯学習課メールアドレス
（shogai@town.eiheiji.fukui.jp）
松岡公民館、永平寺公民館、上志比公民館

ハープ・アンサンブル
メンバー募集！
永平寺町には、世界的なハープメーカー「青山ハープ株式会社」があります。この機会に、
素晴らしい楽器をみんなで楽しく弾いて、音楽の世界を広げてみませんか。
日 時：毎週木曜日 １８：００～１９：００
場 所：松岡公民館 ４階ホール
受講料：２０００円／月
定 員：先着８名
申込先：Mail st.okoshis@gmail.com 谷原
Tel 61－3400
生涯学習課

初回 ９月１日（木）〜３月
●第１、３木曜日 レッスン
（渡辺千晶先生）
●第２、４木曜日 自由練習

永平寺町を“楽しむ”『ワカマチプロジェクト』を始めます。
永平寺町をもっと面白く。自分が楽しい思うことができる町へ。
町内に住む若者の想いや提案がもっともっと町内で叶えられる そんな「楽しい」永平寺町を目指し、
3つのプロジェクトを行います。
【ワカマチプロジェクト 3つのプロジェクト！】
①わかまちワークショップ（参加者募集中!!）
自分の好きなこと・今までの経験・趣味やスキルなどを共有して、チームで組み合わせ、みんなで永平寺町
を「楽しむ」企画を考えます。
②WAKAMACHIイベント
１１月に町内の若者を主役としたイベントを開催します。
③ワカマチカフェ
11月以降に月1回、若者が集まる「ワカマチカフェ」をオープンします。
フラッと立ち寄れて、新しいつながりや新しい企画が生まれるような「ワクワク」できる場所を目指します。
「わかまちワークショップ」に参加する人を募集しています。学校や仕事とは一味違う活動を始めてみません
か？同世代のつながりづくりにも！
ご興味のある方は、
町内に在住又は通勤・通学する１８歳以上の方がご参加いただけます。
QRコードをチェック！→

令和４年度

文化財講座（第１回）

講座名：永平寺町の歴史にみる“祈りとまつり”
日 時：９月２日（金）１３：３０～１５:００（講演後に企画展示解説予定）
講 師：南 洋一郎
（永平寺町文化財調査員・元福井県教育庁埋蔵文化調査センター所長）
会 場：松岡公民館 ３階 講義室・視聴覚室（永平寺町松岡神明１－１２９）
内 容：７月から開催している企画展の展示品の詳細説明を中心に、永平寺町の古くからの
“祈りとまつり”にスポットをあてた講義を行います。
どなたでも参加できます。興味のある方は、生涯学習課までお申し込みください。
受付時間 平日８：３０～１７：１５
申込先
生涯学習課 ℡６１-３４００
※当日、マスク着用でお越しください。
※感染症対策のため、人数制限や延期をする場合がございます。

